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緑のコーディネーターが地域の様々な方々と花と緑のまちづくりに取り組む活動を助成する制度「一人一花
ハッスル事業」の認定審査会がおこなわれ、１０団体の活動が認定されました。
緑のコーディネーターが地域の様々な方々と花と緑のまちづくりに取り組む活動を助成する制度「一人一花
ハッスル事業」の認定審査会がおこなわれ、１０団体の活動が認定されました。

団 体 名 舞鶴公園フラワーボランティア 
事 業 名 三の丸スクエアガーデンを 
 作ろう

事業場所 三の丸スクエア
代 表 者 前田 郁子
内    容 三の丸スクエア広場の小さ
な池の周りに名島門や石垣にマッチ
するガーデンを作成する。

団 体 名 緑のコーディネーター
事 業 名 地域に花を咲かせよう
　

事業場所 警固小　他６校
代 表 者 的野 愛子
内    容 地域の小・中学校や公民館
で、子ども、職員地域住民に花の植
え方指導をおこない、花いっぱいの
福岡市にする。

団 体 名 グリーンフィンガーズ
事 業 名 花壇に活かせる多年草に
 ついて学ぶワークショップ

事業場所 姪浜駅南口、西市民センター
代 表 者 葛原 朋子
内    容 多年草への理解を深め、専
門家を招きワークショップを開催。
また、姪浜駅南口花壇を植栽し、経過
観察しながら情報交換をおこなう。

団 体 名 舞松原フラワーボランティア
事 業 名 四つの宝の1つ「花」を親子
 で学ぼう！！

事業場所 舞松原小学校、舞松原古墳
代 表 者 上床 忍
内    容 舞松原小学校PTA花壇の花
植えや除草作業と講座の開催。

団 体 名 ぐりーんぱんだ
事 業 名 おうちでも楽しめる
 グリーンタイム

事業場所 各家庭
代 表 者 坂本 憲治
内    容 室内・ベランダで緑を楽しめ
るように花植えキットを届けお家グリー
ンタイムを楽しむ。また、イベントやお
家でも参加できるような講座を開催。 

団 体 名 一人一花華しるべ
事 業 名 いけ花展示など
　

事業場所 早良郵便局
代 表 者 藤田 美春
内    容 早良郵便局でいけ花や、花・
みどりの作品展示をおこなう。

団 体 名 植物愛香会「カモミール」
事 業 名 香る植物を楽しもう！
　

事業場所 警固公園、あいくる他
代 表 者 米倉 治美
内    容 ハーブについてのリモート授
業や香りあてゲーム、ＱＲコード作り
の勉強会、警固公園での実践活動な
どをおこなう。

団 体 名 大濠公園フラワーメイト
事 業 名 押し花カレンダー作りで地域
 と一般市民との交流

事業場所 ふくふくプラザ、あすみん他
代 表 者 古荘 浩士
内    容 大濠公園・舞鶴公園などで
植物採取をし、押し花の作り方やカ
レンダー作りをおこなう。

団 体 名 花でつながる人の輪
事 業 名 種から花苗づくり　花植え
 から地域の人 と々の交流

事業場所 福岡市美術館
代 表 者 藤木 国治
内  　容 種から育てた花苗をプラン
ターに植え込み、デイケア施設・高齢
者施設・障がい者施設などに花を送
り、交流を深める。

団 体 名 ロッ期－ズ
事 業 名 ロッ期ーズ　ハッスル事業

事業場所　中央区平和3丁目
 なんじゃもんじゃ通り
代 表 者 伊藤 みどり
内　　容 なんじゃもんじゃ通りの木
の根元に花を増やす講座をおこな
い、きれいな通りにする。

上半期報告書の提出をお願いします

提 出 物 上半期活動報告書
 記録写真
提出方法　郵送
※今回から様式が変わりました。
同封書類をご確認ください。　
※今回から様式が変わりました。
同封書類をご確認ください。　

地域の森・花づくり
活動団体の皆さまヘ

緑のコーディネーターの参加をお待ちしています！緑のコーディネーターの参加をお待ちしています！

緑のネットワーク通信

緑のコーディネーター 252 人 地域の森づくり活動団体 20 団体　地域の花づくり活動団体 190 団体
花壇スポンサー企業 141社（令和 2年 9月１日現在） 

No.１７３ 令和２年９月号
令和２年９月２０日発行

発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

緑のまちづくり協会は、市民・企業のみなさまと共に、一人一花運動に取り組んでいます。
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緑のスケジュール

天候などにより、変更や中止になる場合があります。詳しくは、各機関にお問合せください。

緑のスケジュールをみなさんの緑の活動にお役立てください。
みなさんで作るページです。掲載したい催しがある方は、
みどり課までご連絡ください。

https://www.midorimachi.jp
☎ 822 - 5832（みどり課）

福岡市植物園　http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
福岡市動植物園総合　http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/
詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください　

9/23
水

  緑コ紹介・ペットボトルハンギング
時間／10：00̃　
講師／緑のコーディネーター 石井 康子さん
材料費／500円 (9/15までに費用をそえて公民館へ）

30
水

  緑コ紹介・寄せ植え講座
時間／13：00̃　材料費／1,200円
講師／緑のコーディネーター 坂森 恵さん

28
月

  ポッティングガーデンプロジェクト
時間／10：00̃16：00の間で制作
場所／芝生広場　
※緑のコーディネーターさん向け研修

10/6
火

  押し花教室 後期①（全６回）
時間／10：00～
材料費／2,500円程度（入園料別）
講師／緑のコーディネーター 泰松 雅子さん

10
土

 旬の植物ガイド・１０月
時間／13：30～　材料費／無料（入園料別）
※当日先着順

11
日

 ブンブン観察会 日本ミツバチと友達になろう
時間／13：30～　材料費／無料（入園料別）
※当日先着順

  寄せ植え講座２
時間／13：30̃
材料費／2,000円（入園料別）
講師／緑のコーディネーター 石井 康子さん

7
水

  緑のコーディネーター体験講座・フレッシュスワッグ
時間／14：00̃　場所／博多市民センター
講師／緑のコーディネーター 德留 加代子さん

  緑コ紹介・コケ玉講座
時間／10：00̃　材料費／500円
講師　／緑のコーディネーター 田中 節子さん

26
土

  緑コ紹介・観葉植物の寄せ植え
時間／10：00̃　材料費／1,000円
講師／緑のコーディネーター 田中 節子さん

15
木

  緑コ紹介・秋の寄せ植え
時間／13：30̃　材料費／1,000円（補助あり）
講師／緑のコーディネーター 吉松 晃子さん

8
木

  緑コ紹介・苔玉講座
時間／13：30̃　
講師／緑のコーディネーター　田中 節子さん

16
金

  緑コ紹介・秋の寄せ植え
時間／10：00̃　材料費／1,000円（補助あり）
講師／緑のコーディネーター 吉松 晃子さん

  緑コ紹介・ハンギングバスケット
時間／14：00̃　材料費／1,500円
講師／緑のコーディネーター 田中 節子さん

植物園イベント・展示会
10/9（金）～11（日）
10/13（火）～11/15（日）
10/16（金）～18（日）

おもと名品展
どんぐりの標本展
秋の盆栽展

 
  

      

　汚れても構わないよう、作業しやすい。

服装、スニーカーなどでお出でください  。

 　スコップ・鉢上げ用ポット・土・その他、 
 作業に必要なものは、全てこちらで準備いたします。

どうぞお気軽にご参加ください。

2020 紫陽花ワークショップ
 

水源の里で

H P ブログ
 

       

 

往還の尾根道と野河内の自然環境を整備する登山者と市民の会
(野河内往還の会）

実施日　2020年10月4日（日）
時　間　午前10：00‐12：00
場　所  大山祇神社境内
参加費  無料

アジサイ鉢上げ
　今回鉢上げした苗は、来年3月に野河内に植樹する予定です。
6月～7月には　色とりどりの美しいアジサイが咲き誇る水源の里
となります。

開花へと、一緒に夢をつなぎましょう！

参加して
みませんか？
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緑のコーディネーター

こういう看板があると

ありがたみが増すなあ

と感じました。

２０２０年８月２１日　読売新聞夕刊

一人一花ハッスル事業

Ｑ 多年草ってなに？ Ｑ どんな種類があるの？

Ｑ 花壇に取り入れるとどんなメリットがあるの？ Ｑ お手入れの方法は？

2020年10月22日(木)
14:00～15:30 （受付は13:30～）

福岡市西市民センター 視聴覚室
（福岡市西区内浜1-4-39）

最寄り駅は市営地下鉄姪浜，西区役所隣り

定員 15名 (先着順） 参加費は無料です

電話による事前の申し込みが必要です

問い合わせ先／ グリーンフィンガーズ代表 葛原(くずはら) ℡ 090-7476-2125

タビネコランドスケープ代表。タビネコランドスケープ代表。

長年、海外にて長年、海外にて ガーデンショーの植栽やガーデンショーの植栽や

ランドスケープデザインランドスケープデザイン に携わった経験からに携わった経験から

世界のガーデニング事情や植物に詳しい。世界のガーデニング事情や植物に詳しい。

熊本を拠点に、日本全国で講演会や植栽の指導を行う。熊本を拠点に、日本全国で講演会や植栽の指導を行う。

20152015年～年～20172017年ハウステンボスにて植栽顧問。年ハウステンボスにて植栽顧問。

講師講師 永村裕子永村裕子氏氏

当日、発熱など風邪症状のある方は参加をお控えください。当日、発熱など風邪症状のある方は参加をお控えください。

講義後、質問コーナーを設けております。多年草の魅力について一緒に講義後、質問コーナーを設けております。多年草の魅力について一緒に

学びましょう。ぜひ、お気軽にご参加ください。学びましょう。ぜひ、お気軽にご参加ください。

✿✿ 駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。

✿✿ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用の

ご協力をお願いいたします。ご協力をお願いいたします。

緑のコーディネーター

ＮＨＫ「ロクいち！
ふくおか」で紹介
されました

緑のコーディネーター

２９日（土）は子供達と楽
しい時間を過ごしました。

家の中から

収穫できますね

続きはwebで
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緑のレポート
緑のコーディネーター
緑の活動団体・ぐりーんぱんだ

日　時
　　　　　
場　所 
講　師   
参加者
参加費  

８月５日（水）
１０：００〜１３：００
中央区 東京大志学園　福岡校
坂本 憲治さん
１０名(中学生）
１，０００円

　環境わくわく出前授業「季節のビンゴ」の依頼があり、
通常は屋外での開催ですが、近くに樹木が少なく、時期
的に熱中症の危険があるので室内で実施いたしました。
　今回、七隈緑地で育てた「クヌギの幼木」を観察し、

観察したクヌギを使って
苔玉をつくりました。
発表では、根がまっすぐ
長い、葉の形状や枯れ
方、幹の色の違いなど
中学生ならではの鋭い
観察力に驚きました。
また、クヌギの成長とと
もに観察できるように苔
玉にしました。

　皆さんまじめに取り組んでくれて、最後の片付けもいっ
しょにしてくれて、とても良い活動でした。
　最後にコロナ対策として、フェイスシールドとマスクを
着用し、クーラーは入れていましたが、換気のため窓をあ
けるなど徹底していました。しかし、とても暑く大きな声
で話さないといけなかったので、今後はマイクの使用等も
考えないといけないと思いました｡　

　最近、テレビなどで話題になっているバタフライピー（和名：チョウマメ、学名：
Clitoria ternatea）についてのご報告です。
　この春にタネを蒔いて育てたバタフライピーが暑さの中、我が家の庭で毎日可愛いブルーの
花を次々 に咲かせています。生育旺盛なつる性で、花はマメ科としては大きく（2 x 3 cm程度）
鮮やかな群青色です。その花は食べられるエディブルフラワー（味や香りは無）で、東南ア
ジアの国々特にタイでは昔から愛されて広く使われているそうです。日本でもフレッシュ（生）
やドライの花が色の変わるハーブティーや、美容・健康効果などで話題になっています。生
花あるいはドライの花にお湯を注ぐと含まれているアントシアニンで鮮やかなコバルトブルー
になります（写真は生花による）。これにレモンやライム果汁や酢を加えるとみるみるうちに
きれいなピンク色から赤紫色に変化します。ドライと生花
を使ったハーブティーを比べてみると、色は同じですが、
透明感はフレッシュの方があることがわかります。
写真の房状黄色の花は同じくマメ科のベビーマラカス（別
名：幸福の鈴、学名：Crotalaria）、ピンク色は千日紅「千
紅花火」（学名：Euphorbia hybrids）です。
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赤坂花壇に花を咲かせ隊

 福岡市中央区けやき通りから明治通りに抜ける歩道の花壇
での花ボランティアサークル「赤坂花壇に花を咲かせ隊」
の活動も４年目を迎えました。
　活動のきっかけは、退職後に毎月参加していた平和台～
舞鶴公園～大濠公園の早朝ウオーキングで、のちに活動場
所となる花壇に雑草が繁茂し、弁当ガラや空き缶の捨て場
になっていることを目にしたことです。多くの外国人観光客
が訪れる場所でもあり、福岡市民として恥ずかしいとの思い
を抱きました。そこで区役所へ相談に行くと、「ぜひ、花ボ
ランティアとして、協力いただけませんか？」との逆提案を
受け、まんまとボランティアサークルとして活動することにな
りました。
 ズブの素人５人で始めたので、花苗の購入、植え込み、水
やり、草とり、施肥など年間通してのお世話はけっこう大変
でした。特に、水源から遠く離れた花壇の水やりは大変です。
７０才を越えた私たちにとって梅雨明けから１０月くらいまで

のペットボトルを使った水やりでは後悔することもたびたび
ですが、皆さんから声かけられるとその大変さも吹き飛ぶか
ら不思議です。
　「緑のまちづくり協会」の研修会への参加では、先輩ボラ
ンティアグループとの交流が生まれました。先輩ボランティ
アから育苗やさし木についてアドバイスをもらい、最近やっ
と、春・秋は盛りこぼれるほどの花々が咲き乱れるようにな
りました。道ゆく人が「シャメ」を撮り、「きれいですね。
いつも、ありがとうございます。」「いつも楽しみにしています。
散歩時は、いつも遠廻りして見に来ています。」と声をかけ
てもらうと、「取り組んでよかったなァ。地域の方々のお役
にも少しは立っているのかなァ」と嬉しくなります。
　４年目を迎えた今、「正会員にはなれないけど、せめて空
き時間は、協力したい。」という「水やりのお手伝い」や“枯
花摘み”“雑草抜きのサポーター”さんが増えました。ここ
を通る赤坂小の子どもたちから、地域活動についてインタ
ビューを受けるなど、スタート時には考えてもいなかった広
がりをもって活動していることに私たち自身がびっくりします。
　私たちのささやかな花壇づくりを楽しみにして下さる地域
の方々や子どもたち、お手伝いをして下さるサポーターの皆
さん方に支えられながら、４年目を迎えられたことに、感謝
しています。これからも、元気とやりがいをお伴に皆さんの
笑顔に支えられながら、花壇づくりに汗を流していきたいと
思っています。

　この講座は４月４日の予定でしたが新型コロナウィルスの
感染拡大のため７月２８日に延期開催されました。
　当初は 15 名の予定でしたが、蜜回避のため定員は８名
で席の間隔もゆったりしています！
　ウィズコロナの新たな講座の取り組みとして、ピンセット
やハサミなど、備品はアルコール消毒し持参しました。私も
マスク＋フェイスシールド＋手袋着用でご指導させて頂きま
した。
　なかなか普段通りというわけにもいかない部分もありま
すが感染防止対策を万全にしてお花を皆さんと楽しんでい

日　時
　　　　　
場　所 
講　師   
参加者 

７月２８日（火）
１０：3０〜１2：００
城南フレンドホーム（城南区） 
渡辺 しおみさん
８名

きたいです！いつの時代もきれいなお花は心の
癒しですね(*̂ *̂)
　講座の終わりにはご参加の皆様
のたくさん笑顔を見させて頂きま
した。
　事前の細かなお打合せ、当日の
ご配慮、ご協力等、フレンドホー
ムスタッフの皆様に感謝致します。
　ご協力ありがとうございました！

花ボランティアとして、４年目を迎えて花ボランティアとして、４年目を迎えて

中央
図書館

地下鉄
赤坂駅

赤坂西

明治通り

赤坂小

赤坂花壇に花を
咲かせ隊
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　今夏，大分県別府市の別府
ブルーバード劇場で，「ひまわ
り」が上映されました。公開当
時大学生だった私は，東京・
池袋の映画館で一人この愛の名
作を観ました。５０年の時を経
た今も，スクリーンいっぱいに
ウクライナの見渡す限りの広大
なひまわり畑とヘンリー・マン
シーニの甘く切ないテーマ曲は

私の心に深く刻まれています。
　ウィズ・コロナ時代を迎えた今日,『マイクロツーリズム』

（自宅から１～２時間県内で行ける旅行）精神で，折々各地
の花巡りを心掛けリポートしたいと思っています。
　８月下旬，おんせん県おおいたの国東半島先端近くの長
崎鼻で「ひまわりフェスタ２０２０」（８／２２～９／１３）
が開催中と知り，さっそく出掛けてみました。

ひ ま わ り  向 日 葵＊1

＊1 新型コロナウイルスの感染予防でソーシャルディスタンス（社会的距離の重要性を訴えるため、タイトル文字の
間隔を広げています。
＊2 大分県豊後高田市見目

　例年，長崎鼻花公園は約
１６０万本の向日葵が咲き誇
り，訪れた人に感動を与え
ています。しかし，今年は７
月の九州を襲った集中豪雨被
害で園の西エリアにまかれた
種が流れ開花できない状況に。
　それでも東エリアでは，ギラギラ照りつける太陽の方を
向いてたくさん大型の頭状花を咲かせていました。（向日葵
をみていると，連日の猛暑にすっかりまいっている私ですが
少し元気が出てきました。向日葵の花言葉は「あなただけ
を見つめます」。うれしい花言葉です“♥”

　長崎鼻では，オノ・ヨー
コをはじめ国内外のアーティ
スト作品が点在し、向日葵
とアートを楽しめました。

イタリア恋愛映画　×　花とアートの岬

種・苗などの情報コーナー

提 供 者 野間大池花学校
提供対象 緑のコーディネーター
 協会が助成している
 地域の森・花づくり活動団体
提供日時
場　　所 後日連絡　
方　　法　

　南区の活動団体『野間大池花学校』
の花壇は、野間大池公園を周回するよ
うに設けられた園路に沿って「ふるさと
の庭」「あじさいの道」等と名付けられ
ています。小花木や宿根草、球根を組
み合わせたナチュラルガーデンは、四季
を通して様々な花を楽しめます。

情報提供

＊花木苗は４～７号の鉢植えになっています。
＊草丈の高いものは１５０ｃｍ以下に剪定済みです。

 種類 数量
ヤマアジサイ 32ポット
スミレ類 30ケース
センリョウ  5ポット
ウツボグサ  5ポット
トキワガキ  5ポット
ロウヤガキ  4ポット

その他
ハクウンボク、サンザシ、バンマツ
リ、シジミバナ、ハナイカダ、ブッ
ドレア、ユスラウメ　他２０種類以上

このたび、会員の方からスミレ類、ヤマアジサイをはじめ、たくさんの苗の提供情報をいただきました。（一覧表参照）

苗をご希望の方はご連絡ください！ 　 【連絡先】緑のまちづくり協会 みどり課 092-822-5832
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　今年度の応募状況は、コロナ禍での自粛要請の影響
か当初は応募が少ない滑り出しでしたが、結果的に幅広
い世代からたくさんの作品をいただくことが出来ました。
　また、前年の夏から冬にかけての作品は少なく、カレ
ンダー賞の選出は難航しました。来年度も作品を募集い
たしますので、是非、今からの時期沢山の写真を撮り溜
めていただき、ご応募していただきたいと思います！
（ここだけの話、狙い目ですよ…）

第21回

　８月 1９日（水）に第２１回「花と緑のまちかど写真コンテスト」の審
査会を行いました。
　今回集まった作品は１７９枚、応募者数は８８名でした。たくさんのご
応募ありがとうございます！！

厳正な審査の下、大賞１点、特選３点、入賞６点、佳作１2点、カレンダー賞各月１点、チャレンジ賞５点が選ばれました。

大賞

「木登り体験」　丸山　徳子

「リバーサイドラン」菊地 昭彦「水遊び、終えて…」今井 昭男 「バラに囲まれて」若松 安子

募集期間

撮影期間

第２２回の募集の詳細は、２月頃にホームページのイベント情報に
てお知らせする予定です

４/１ ７/３１
７/３１

２０２１

２０２１

２０２１

８/１２０２０

花と緑のまちかど写真コンテスト
第２２回

審査会が開催されました。

特選 特選 特選

　秋のお彼岸頃は種まきの季節です。
　パンジー、キンセンカ、ナデシコ、アリッサ
ムなど春花壇定番の花苗を種から育ててみませ
んか？育苗期間は約６０日。発芽に喜び、恐る
恐るポット上げ。そして一番花を咲かせると、
その楽しさにはまってしまう方が多いようです。
　また、種から育てると、いつもは買えない高
嶺（高値！？）の花も、どんどん花壇へ植える
ことができます。切り花用のキンギョソウやツ
リガネソウは花期も長く、立体的な花壇づくり
におすすめ！ 
　「ふくおかし花づくりハンドブック」では、種
まきからポット上げまで写真で詳しく説明して
います。このハンドブック
を見ながら、種まきチャレ
ンジしてみて下さい。育苗指南書

花づくりハンドブックを
ご活用下さい！

、到来

種
ま
き
適
期

  切り花用のキンギョソウ

パンジーの発芽

花づくりハンドブックはこちら→
協会窓口でも配布しています
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ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

地域の森・花づくり活動団体を紹介します

今月の森花

緑のまちづくり協会 みどり課　
TEL/ ８２２-５８３２
FAX/ ８２２-５８４８ 肥後谷

ひ ごたに

お
問
合
せ

新しく仲間になった１２団体

これから地域で緑化活動を始めたい！
既に活動しているが助成金を使ってより充実した
活動をしたい！という団体をお待ちしています♪

募集期間

　この事業は、市民の方々で結成された団体が自主的に取
り組まれる緑化活動のための費用を助成するもので、年２回
（７月と１月）活動団体の募集があります。今年度下半期の
募集では、１２団体が新しく認定されました。

秋～冬の花壇の準備をしませんか？
もうすぐやってくる次の季節へ向けて。

秋から冬にかけて植え付けできる美しいお花たちをご紹介。

●スノードロップ

開花時期 :２月～３月

●スイセン

開花時期 :11 月～ 4月

水はけがよいサラサラした土に

植えてあげましょう。

●ビオラ、パンジー

開花時期 :9月末～ 5月

日当たりのよい場所に植え、

花がら摘みをしっかりと！

●スウィートアリッサム

開花時期 :2月下旬～ 6月上旬、

9月 9月下旬～ 12月上旬

●プリムラ

開花時期 :9月末～ 4月

●ウィンターコスモス

開花時期 :1月～ 5月

他にも 宿根サルビア、

ガーデンシクラメン、

アネモネ、チューリップ

　　　　　などなど…
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記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
１０月号（１０月２０日発行）への投稿締切は９月３０日です。

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！
（公財）福岡市緑のまちづくり協会　みどり課
メールアドレス　ueno.t@midorimachi.jp
TEL ８２２-５８３２　 FAX ８２２-５８４８

発行元／事務局


